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       ペット同行避難に係る市町村との研修会結果の報告について 

 

 早春の候、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、今年度、本会の支部単位で実施しました標記研修会に担当者の出席等、ご配

慮いただき感謝申し上げます。 

 研修会の結果を別紙のとおり取りまとめましたので報告します。 

本会としましては、今後とも「人とペットの災害対策」について積極的に取り組ん

でまいりますので、貴市町村におかれましてもペットを意識した避難所運営やペット

同行避難訓練の実施、情報発信に努めていただくようお願い申しあげます。 

 なお、災害時の連携を円滑に進めるため、関係者の緊急連絡先一覧を作成しました

ので、ご活用ください。 

 また、アンケート結果については、本会のホームページに掲載するとともに、今後、

定期的にアンケート調査を実施してまいりますので、ご承知願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 荻野専務理事 

電 話 025-284-9298 

Email  vet@niigatakenju.or.jp 

mailto:vet@niigatakenju.or.jp


中越・魚沼 
蒲原 

佐渡 新潟 

【別紙】 
 令 和  ５ 年   ３ 月 
（公社）新潟県獣医師会 

  ペット同行避難に係る市町村との研修会結果について 

１ 開催状況 

支部 開催月日 開催場所 参加市町村 

新潟 10.18(火) 県獣医師会議室(新潟市) 新潟市 

下越 11.8(火) イクネス新発田(新発田市)
新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、

関川村、聖篭町、粟島浦村 

蒲原 10.13(木) 

3.2(木) 

坂田動物病院研修室(三条市) 

五泉市福祉会館（五泉市） 

燕市、三条市、五泉市、加茂市、 

弥彦村、田上町 

中越 

魚沼 
10.5(水) 県動物愛護センター(長岡市) 

長岡市、柏崎市、見附市、出雲崎町、 

刈羽村、小千谷市、十日町市、魚沼市、

南魚沼市、湯沢町、津南町 

上越 11.25(金) 高田城址公園オーレンプラザ(上越市) 上越市、糸魚川市、妙高市 

佐渡 10.6(木) 佐渡農業共済組合(佐渡市) 佐渡市 

〇 参加人数 

支部 新潟 下越 蒲原 中越・魚沼 上越 佐渡 計 

人数 16 35 34 51 23 12 171 

参加者：県、市町村（危機管理担当・狂犬病予防注射担当） 

  県動物愛護協会員、市町村の動物愛護推進員、愛護団体会員 

  本会会員 



 

２ アンケート結果 

  別添１のとおり 

 

３ 連絡網の構築 

  別添２のとおり 

 

４ 本会の意向 

・ 市町村がペット同行避難訓練を実施する場合は、本会として支援・協力する

ので、各支部又は本会事務局にお問合せいただきたい。 

 ・ 市町村のペット同行避難等に係る取り組み状況について、定期的にアンケー 

  ト調査を実施していきたいので、ご協力願う。 

 

５ まとめ 

 ・ ペット同行避難について、県、関係団体を交え県内全市町村担当と情報共 

有、意見交換ができたことは大変有意義であった。 

・ 各市町村の取組みについて温度差があり、その大きな要因として職員数等、

市町村の規模があるものと感じた。 

・ 本会として、今後とも市町村のペット同行避難への支援等、「人とペットとの

災害対策」について積極的に取り組み、災害時にしっかりとした対応ができる

ように準備していきたい。 

 

 

 

 



市町村の地域防災計画について
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1

地域防災計画等における動物同行避難の規定状況

規定している 未規定

15
10

5

動物同行避難所の指定状況

指定済 検討中 未指定

【別添１】

（公社）新潟県獣医師会（県内30市町村へのアンケート結果1/3 令和４年度実施）
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災害発生時の避難所開設に係る
同行避難者受入の具体的手順の策定状況

規程済み 作業中 検討中 未検討

市町村の地域防災計画について ２

6

24

過去10年における同行避難訓練の実施状況
(情報発信・デモンストレーションを含む)

実施済み 未実施

（公社）新潟県獣医師会（県内30市町村へのアンケート結果2/3 令和４年度実施）
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以上のような情報が担当職員や住民に周知されていますか？

獣医師会や動物愛護団体との連携体制はできていますか？

防災担当部局と動物愛護管理部局の連携は十分に取れていますか？

同行避難者への対応について十分整理され、職員へ周知されていますか?

住民への情報伝達手段にSNSを導入し、住民に周知していますか？

住民に避難を促すための手段を複数準備し、住民に周知していますか？

効果的な避難を促すため、同行避難を含めた伝達情報を定めていますか？

ペット受入れが可能・不可能な避難所の所在を公表していますか？

避難所でアレルギーを持つ方と動物の住み分け等を考えていますか？

障がいなどをお持ちの方とその補助犬への対応準備はできていますか？

ペット飼養可の避難所等やペットの一時預け場所は準備されていますか？

避難所にペット用スペースはありますか？

緊急時に、ペットが雨風をしのげる場所は確保されていますか？

緊急避難所は誰もが利用できる場所ですか？

同行避難所に関する項目

はい 検討中 未検討

（公社）新潟県獣医師会（県内30市町村へのアンケート結果3/3 令和４年度実施）



【別添２】

令和5年3月3日作成
ペット同行避難担当

課名 課名 担当者 電話番号 メールアドレス 支部 役職等 氏名 電話番号
支部長 本間隆一 025-386-6687

災害委員長 草村正人 025-283-1905
災害副委員長 小池哲也 025-275-3621

災害委員 小田史彦 025-234-7777
新発田市 地域安全課・環境衛生課 環境衛生課 渡邉 真吉 0254289120 kankyou@city.shibata.lg.jp
村上市 福祉課 環境課生活環境室 佐藤 良太 0254758932 kankyo-sk@city.murakami.lg.jp

阿賀野市 危機管理課 市民生活課環境係 羽多野 城太 0250622510 shimim@city.agano.lg.jp
胎内市 総務課防災対策係 市民生活課 本間 一帆 0254436111 kankyou@city.tainai.lg.jp
聖籠町 生活環境課 生活環境課 信田 洋平 0254272111 seikan@town.seiro.niigata.jp
関川村 健康福祉課 住民税務課 稲家 誠 0254641471 jumin-kankyo@vill.sekikawa.lg.jp

粟島浦村 産業振興課 産業振興課 中之薗 博紀 0254552111 kankyo@vill.awashimaura.lg.jp
燕市 生活環境課・防災課 生活環境課 関口 知弘 0256778167 kankyo@city.tsubame.lg.jp

三条市 行政課・環境課 市民部環境課 川上 真美 0256345558 kankyo@city.sanjo.niigata.jp
五泉市 環境保全課 環境保全課 清野 敏之 0250433911 kankyo@city.gosen.lg.jp
加茂市 総務課 環境課生活環境係 吉田 公房 0256520080 kankyo@city.kamo.niigata.jp
見附市 企画調整課 市民生活課 坂部 拓海 0258621700 shiminseikatsu@city.mitsuke.niigata.jp
弥彦村 防災課・建設企業課 建設企業課 高橋 正哉 0256941022 kensetsu@vill.yahiko.niigata.jp
田上町 町民課 町民課 仲川 亮太 0256576115 t1153@town.tagami.lg.jp
阿賀町 町民生活課 町民生活課 清田 勇也 0254925761 koseki-choumin@town.aga.lg.jp
長岡市 環境業務課 環境業務課 遠藤 あゆみ 0258242837 kankyogy@city.nagaoka.lg.jp
柏崎市 市民課 市民課 髙橋 朋哉 0257212200 shimin@city.kashiwazaki.lg.jp

出雲崎町 町民課 町民課 棚橋 まゆみ 0258782294 tyoumin@town.izumozaki.niigata.jp
刈羽村 福祉保健課 福祉保健課 猪俣和弘 0257453916 fukushi@vill.kariwa.lg.jp

小千谷市 市民生活課・危機管理課 市民生活課 中村 栞理 0258833509 shimin-ke@city.ojiya.niigata.jp
十日町市 防災安全課 環境衛生課 髙橋 美紀 0257523924 t-kankyo@city.tokamachi.lg.jp
魚沼市 防災安全課・教育委員会事務局 生活環境課 桜井　凛 0257929766 kankyo@city.uonuma.lg.jp

南魚沼市 環境交通課 環境交通課 荒川 暉生 0257736666 kankyou@city.minamiuonuma.lg.jp
湯沢町 環境農林課 環境農林課 野口 純一 0257880291 kankyou@town.yuzawa.lg.jp
津南町 税務町民課 税務町民課 瀧沢 望 0257653113 zeimuchomin@town.tsunan.niigata.jp
上越市 健康づくり推進課 健康づくり推進課 風間 裕登 0255205711 kenkou@city.joetsu.lg.jp
妙高市 総務課危機管理防災係 環境生活課 梅澤 幸司 0255740032 kankyoseikatuka@city.myoko.lg.jp

糸魚川市 環境生活課 環境生活課 久保田賢太 0255521511 kankyo@city.itoigawa.lg.jp 災害委員 山岸浩之 025-526-8393
支部長 宮下正一 0259-78-2943

災害委員 市橋敏裕 0259-63-3234

0252805206 ngt040250@pref.niigata.lg.jp 獣医師会 事務局 025-284-9298
0258215501 ngt040250@pref.niigata.lg.jp 会長理事 宮川　保 025-245-3411
0254240207 ngt111330@pref.niigata.lg.jp 副会長理事 佐藤　博 025-276-0959
0255259263 ngt111930@pref.niigata.lg.jp 副会長理事 長谷川眞 0256-76-2188
0259743399 ngt111930@pref.niigata.lg.jp 専務理事 荻野博明 090-6134-6513

佐渡

新潟県

福祉保健部生活衛生課動物愛護・衛生係

本部
動物愛護センター
下越動物保護管理センター
上越動物保護管理センター
佐渡地域振興局健康福祉環境部生活衛生課

上越 支部長 平原淳司 025-534-6639

佐渡市 生活環境課 生活環境課 山本 一樹 0259633113 s-kankyo@city.sado.lg.jp

魚沼

支部長 小宮山毅 025-770-0370

災害委員 岩男謙太 025-708-1007

中越
支部長 星野卓郎 0258-47-2400

災害委員 和田甲臣 0258-39-1020

蒲原

支部長 松谷正巳 0256-35-1013

災害委員 小柳圭太 0256-47-1080

下越

支部長 五十嵐功 0250-63-2562

災害委員 熊倉政樹 0254-43-2209

令和４年度　ペット同行避難に係る関係者連絡先一覧

市区町村
狂犬病予防担当 新潟県獣医師会

新潟市 各区総務課・健康福祉課 動物愛護センター 0252880017 dobutsuaigo@city.niigata.lg.jp 新潟
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